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【調査名】 箕面市次世代育成支援行動計画（後期）ニーズ調査 

【実施機関】 箕面市子ども部子ども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－小学校６年生用調査

票 ４－中学校２年生用調査票 ５－１７歳用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，９４０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７００／６，８００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９００／７，６００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学校６年生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）小学校６年生のいる世帯 （抽
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出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／１，４００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．地域とのか

かわりについて，４．箕面市のことについて等 

※ 

【調査票名】 ４－中学校２年生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）中学校２年生のいる世帯 （抽

出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／１，４００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．地域とのか

かわりについて，４．箕面市のことについて等 

※ 

【調査票名】 ５－１７歳用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）１７歳のいる世帯 （抽出枠）

住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，２００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．学校生活・

職業生活について，４．箕面市のことについて等 
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【調査名】 松原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 松原市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページ等にて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，９００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／６，２４４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／７，９９５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 たつの市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 たつの市健康福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）たつの市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，７７６ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）たつの市→報告者，たつの市→幼稚園・保育所→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９０９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）たつの市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６１８ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）た

つの市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 紀の川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 紀の川市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５５７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）紀の川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，４５８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）紀の

川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）紀の川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／２，１３５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）紀の

川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 広島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 広島市こども未来局こども未来企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０５４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）広島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，８７７／５０，６９２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）広島市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望，４．子どもの遊び場等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）広島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，７０５／３７，２８０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）広島市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．留守家庭子

ども会の利用状況及び利用希望，４．子どもの遊び場等 
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【調査名】 岩出市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 岩出市生活福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩出市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）年次別人数表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３１０／３，８４５ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）岩出市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育及

び放課後子ども教室の利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩出市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び保育所・園，幼稚園別の年次別人数表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２８０／３，３３５ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩出市→報告者，岩出市

→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 江別市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 江別市健康福祉部子育て支援室子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年１０月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５０９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江別市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，４７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江別市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２７日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江別市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４，４９０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江別市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２７日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 南足柄市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 南足柄市福祉健康部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６０７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南足柄市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，７４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南足柄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南足柄市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１，８４６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南足柄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 大野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大野市市民福祉部児童福祉課 

【目 的】 子どもや家庭のおかれている現状や望ましい子育て環境へのニーズを把握し，次

世代育成支援の後期行動計画（平成２２年～２６年度）を策定するための基礎資料

を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２年３月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，９５４ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）大野市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月６日まで 

 【調査事項】 １．家族類型（父母の働き方，祖父母・地域との関わり等），２．病児・病後

児の対応，３．一時預かりの状況，４．母子保健・子育て支援について，５．

放課後児童クラブ，放課後の居場所 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，６１６ （配布）幼稚園・保

育所を通じて配布 （取集）幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）大野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月６日まで 

 【調査事項】 １．家族類型（父母の働き方，祖父母・地域との関わり等），２．病児・病後

児の対応，３．一時預かりの状況，４．母子保健・子育て支援について，５．

保育サービスについて・子育て支援サービス・育児休業制度について 
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【調査名】 美濃市次世代育成支援対策行動計画後期ニーズ調査 

【実施機関】 美濃市民生部健康福祉課 

【目 的】 美濃市民の子育て支援に関する生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年９月） （表章）市区町村 

【経費】 ８１９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）美濃市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，１５４ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）美濃市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．留守家庭児

童教室の利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）美濃市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，０４６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）美濃市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 山県市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 山県市保健福祉部子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山県市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山

県市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山県市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，４００ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）山県市→報告者，山県市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 
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【調査名】 静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査 

【実施機関】 静岡市保健福祉子ども局子ども青少年部子育て支援課 

【目 的】 母子家庭及び寡婦自立促進計画のため，母子・父子家庭や寡婦の生活実態やサー

ビスニーズ等を把握し，計画策定のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年４月） 

（表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡市全域 （単位）世帯 （属性）母子家庭，父子家庭，寡婦世

帯 （抽出枠）児童扶養手当受給資格者台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，４４０ （配布）郵送及

び保育園を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）静岡市→保育園→報告者，静岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．親の就労状況，収入状況，２．子の就労及び就学状況，３．住宅状況，

４．福祉制度・施設の利用・受給利用，５．相談機関の利用状況，６．行政サ

ービス等への意向，７．子どもの教育に関する意向調査など 
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【調査名】 富士宮市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 富士宮市保健福祉部子ども未来課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－小・中学生用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－高校生用調査票 ４

－成人用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０９４千円 

※ 

【調査票名】 １－小・中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）世帯 （属性）小学生及び中学生のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／８，９３６ （配布）小学校及び

中学校を通じて配布 （取集）小学校及び中学校を通じて取集 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）富士宮市→小学校・中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童のいる世帯 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／５，９２８ （配布）郵送及び幼

稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富士宮市→報告者，富士宮市→幼

稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－高校生用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）個人 （属性）高校生 （抽出枠）住民基

本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，５００ （配布）高校を通じ

て配布 （取集）高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）富士宮市→高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．生活における感想、２．将来の結婚や家事育児に対する思い等 

※ 

【調査票名】 ４－成人用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）世帯 （属性）２０～３０歳代の成人 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／３２，１２３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富士宮市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．仕事と生活の両立についての感想と希望，２．職場の子育て支援に対す

る感想，３．結婚や子育てに対する思い等 
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【調査名】 豊川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 豊川市健康福祉部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－小学生の保護者用調査票 ２－就学前児童の保護者用調査票 ３－中学

生用調査票 ４－市民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，６８０千円 

※ 

【調査票名】 １－小学生の保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）小学生（小学１～６年生）の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／９，９９６ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

豊川市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童の保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～６歳）の保

護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１０，６１７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊川市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）中学生（２年生） （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７２０／１，６２５ （配布）中学校を通じ

て配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）豊川市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．ふだんの生活の状況等 

※ 

【調査票名】 ４－市民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）市民（２０歳から６９歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１０４，６６８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊川市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．子育てに関する考え方等 
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【調査名】 高石市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 高石市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高石市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２０９／３，８８３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）高石

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高石市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２１３／３，５５２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）高石

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 西宮市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 西宮市こども部子育て企画・育成グループ 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５８３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西宮市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５５４／２９，６６１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西宮市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西宮市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５２９／２９，４６９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西宮市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 安芸高田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 安芸高田市市民生活部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年１０月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）安芸高田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）安芸高田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）安芸高田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）安芸高田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 

 

 



 - 193 -

【調査名】 大洲市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大洲市市民福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，９３６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，０５６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北九州市宿泊者数調査 

【実施機関】 北九州市にぎわいづくり企画課 

【目 的】 北九州市集客交流計画の目標設定の算定基礎とするとともに、計画の達成状況の

管理や、効果的な集客対策の立案に役立てるため、本市への宿泊者数を把握する。 

【調査の構成】 １－平成２０年次宿泊者数調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）集客交流計画の目標達成状況公表時

に調査結果の一部を引用（毎年４月） （表章）市町村 

【経費】 ５０千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年次宿泊者数調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１５ 受理番号（旧）１０９１１５ 

 【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）ホテル・旅館 （属性）ホテル・旅館 （抽出

枠）本調査に協力的である施設（６５施設） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６５／１２１ （配布）郵送 （取集）郵送・

ファクシミリ （記入）自計 （把握時）平成２０年１月～１２月 （系統）

北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０２月１０日 

 【調査事項】 １．客室数、収容人数、２．宿泊者数（月別、外国人宿泊者の出身国別） 
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【調査名】 唐津市次世代育成支援後期行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 唐津市保健福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）唐津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，２１９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）唐津

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）唐津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，０１４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）唐津

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブ利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 由布市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 由布市子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ８７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）由布市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９６０／１，９００ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）由布市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブ利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）由布市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９４０／１，９００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）由布市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 曽於市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 曽於市市民福祉部保健福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）曽於市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，０５０ （配布）民生委

員 （取集）民生委員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）曽於

市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）曽於市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，６００ （配布）民生委員 （取

集）民生委員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）曽於市→調査

員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 那覇市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調査 

【実施機関】 那覇市こどもみらい部こども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学生用調査票 ４

－高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那覇市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５０８／２１，５２５ （配布）郵送・

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）那覇市→報告者，那覇市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月上旬まで 

 【調査事項】 １．児童及び家族形態の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後

児童クラブの利用状況等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那覇市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２５４／２４，１３６ （配布）郵送・

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）那覇市→報告者，那覇市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月上旬まで 

 【調査事項】 １．児童及び家族形態の状況，２．父母の就労状況及び就労希望，３．児童

の保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那覇市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０２５／１１，０９１ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）那覇市

→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月上旬まで 

 【調査事項】 １．生徒及び家族形態の状況，２．食生活，飲酒喫煙の状況，３．学校生活，

４．いじめの問題等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那覇市全域 （単位）個人 （属性）高校生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１７０／１２，３７４ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）那覇市

→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月上旬 

 【調査事項】 １．家族形態の状況，２．高校生の日常及び学校生活，３．食生活，飲酒喫

煙の状況，４．いじめの問題等 
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【調査名】 浦添市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 浦添市福祉保健部保育課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，８２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦添市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／８，６５２ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）浦添市→調

査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０３月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦添市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（１～６年生）のい

る保護者 （抽出枠）児童在籍簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／８，７７８ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）浦添市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童クラブ

の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 名護市次世代育成支援対策行動計画（後期）に関するニーズ調査 

【実施機関】 名護市健康福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年４月） 

（表章）市区町村 

【経費】 １，７８４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）名護市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３４０ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）名護市→報告者，名護市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）名護市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１～３年生）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，００１ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）名

護市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 沖縄市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 沖縄市健康福祉部保育課 

【目 的】 市民の子育て支援に関する生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 ４

－青少年用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，５１５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５０／１０，４１５ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）沖縄市

→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（１～３年生）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／５，４００ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）沖縄市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）中学生（２年生）の生徒 （抽
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出枠）児童在籍簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，７５１ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）沖縄市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～０９日 

 【調査事項】 １．中学生の状況，２．悩みや地域とのかかわり等 

※ 

【調査票名】 ４－青少年用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）青少年（１６歳） （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／１，８７５ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）沖縄市→調査員

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．青少年の状況，２．悩みや地域とのかかわり等 
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【調査名】 いわき市子育て支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 いわき市保健福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関す市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援対策

推進法に基づく後期行動計画（平成２２年～２６年度）を策定するための基礎資料

を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－小学生保護者用調査票 ３－中学生用

調査票 ４－中学生保護者用調査票 ５－妊婦健康診査受信者用調査票 ６－

民生委員・児童委員用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，７９１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（保育所入所児

童，幼稚園児及び乳児健診受診児童（０～６歳））の保護者 （抽出枠）各施設

一覧，乳幼児健診対象者名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１８，４５２ （配布）幼稚

園・保育所・乳幼児健康診査を通じて配布 （取集）幼稚園・保育所・乳幼児

健康診査を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系

統）いわき市→幼稚園・保育所→乳幼児健康診査等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）小学生（１年生～６年生）

の保護者 （抽出枠）各施設一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２０，９６７ （配布）小学

校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平

成２１年１月１日現在 （系統）いわき市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童
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クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生 （抽出枠）各

施設一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，８１５ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１

年１月１日現在 （系統）いわき市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 １．不安や悩みに関すること，２．「性」に関すること，３．食生活に関する

こと等 

※ 

【調査票名】 ４－中学生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生の保護者 （抽

出枠）各施設一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，８１５ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１

年１月１日現在 （系統）いわき市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．子育てに関する意識の状況等 

※ 

【調査票名】 ５－妊婦健康診査受信者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）妊婦健診受診者 （抽出枠）

母子健康手帳交付者名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，０６０ （配布）妊婦健康診

査を通じて配布 （取集）妊婦健康診査を通じて取集 （記入）自計 （把握

時）平成２１年１月１日現在 （系統）いわき市→妊婦健康診査→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 １．家族の状況，２．妊娠の状態等 

※ 
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【調査票名】 ６－民生委員・児童委員用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）民生委員・児童委員 （抽

出枠）民生・児童委員名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／６５２ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）いわき

市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬 

 【調査事項】 地域の中での子育てについて等 
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【調査名】 町田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 町田市子ども生活部子ども総務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，３７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）町田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１６，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）町田市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）町田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１～３年生）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，５００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）町田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 弥富市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 弥富市民生部児童課児童グループ 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月末） （表章）市区町村 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）弥富市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，０００ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）弥富市→報告者，弥富市

→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）弥富市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１～６年生）のい

る保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，５００ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）弥富市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 子育て実態意識等調査 

【実施機関】 城陽市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７１４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）城陽市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／３，８３５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）城陽市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）城陽市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４，３３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）城陽市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東かがわ市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東かがわ市市民部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東かがわ市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０６３ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）東かがわ市→報告者，東かがわ市→幼稚園・保育

所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東かがわ市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３０４ （配布）郵送及び小学校を通じて配

布 （取集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）東かがわ市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 太宰府市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 太宰府市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）太宰府市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，１５８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）太宰府市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）太宰府市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，０３０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）太宰府市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 横手市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 横手市福祉環境部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年１２月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横手市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，０４９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）横手

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０３日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横手市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，２７４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）横手

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０３日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 逗子市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 逗子市福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）逗子市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／２，３７３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）逗子市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）逗子市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，５１７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）逗子市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 吹田市次世代育成支援に関する市民ニーズ調査 

【実施機関】 吹田市児童部子育て支援室子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吹田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２２，５００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吹田市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吹田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２１，３００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吹田市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育の

利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 



 - 215 -

【調査名】 西条市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 西条市保健福祉部女性児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年８月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ７４０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西条市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１２３／６，６３７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西条市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西条市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８７４／５，８５１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西条市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 宿毛市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 宿毛市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画」（平成２２年３月） （表

章）市区町村 

【経費】 ６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宿毛市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９４／５９０ （配布）小学校を通じて

配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２０年１

２月１日現在 （系統）宿毛市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宿毛市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２２１／１，１２０ （配布）郵送及び幼

稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）宿毛市→報告者，

宿毛市→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 尾花沢市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 尾花沢市教育委員会こども教育課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－小学校児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ３００千円 

※ 

【調査票名】 １－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）尾花沢市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２９ （配布）小学校を通じて配布 （取集）

小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）尾花沢

市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）尾花沢市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６８９ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を通じ

て配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）尾花沢市→報告者，尾花沢市→幼稚園・保育所→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 魚津市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 魚津市企画総務部総務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年５月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ５８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）魚津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，８５７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）魚津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）魚津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，８７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）魚津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 千曲市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 千曲市健康福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３０５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）千曲市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，５１１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千曲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）千曲市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，７２８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千曲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 伊勢市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊勢市健康福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊勢市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／６，６５２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊勢市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．地域との関

わり，４．子育ての現状，５．児童の保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊勢市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／７，４４４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊勢市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．地域との関

わり，４．子育ての現状，５．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 京田辺市子育てに関するアンケート調査 

【実施機関】 京田辺市保健福祉部こども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京田辺市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６５０／３，８０９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）京田

辺市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京田辺市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／４，０７３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）京田

辺市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 明石市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 明石市福祉部こども室子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－一般市民用調査票 

４－中高生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」及び市

ホームページにて公表（平成２１年３月末） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１８，２０９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１７，８４３ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－一般市民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）個人 （属性）６０歳以上の市民 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／８０，０３０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月１１日 

 【調査事項】 地域との関わり状況や子育て支援への希望等 

※ 

【調査票名】 ４－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生（市立中学１３校

のうち地域性を考慮して３校を抽出）及び高校２年生（市立高校３校の在学者

全員） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９００／５，９０１ （配布）中学校・高校

を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）明石市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０２日 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．将来への思い，３．悩みや不安，４．親への

思いについて等 
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【調査名】 札幌市子育てに関する実態・意向調査 

【実施機関】 札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，８１９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）札幌市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／８６，５１４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）札幌市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望，４．行政サービスへの要望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）札幌市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／４５，５１９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）札幌市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望，４．行政サービスへの要望等 
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【調査名】 吉川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 吉川市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４１８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吉川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，８６４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吉川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吉川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，３５１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吉川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 あきる野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 あきる野市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２２年４月） （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）あきる野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／４，９６５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）あき

る野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～０３月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）あきる野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／４，４５８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）あき

る野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～０３月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 野洲市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 野洲市市民健康福祉部幼児課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果のデータ資料」

（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）野洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳および外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／３，０９７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）野洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）野洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３，４２８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）野洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 和泉市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 和泉市生きがい健康部子育て支援室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７４２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）和泉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳および外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１００／９，９３０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）和泉

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）和泉市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１００／８，３４７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）和泉

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 小野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 小野市市民福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７９２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 生駒市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 生駒市福祉健康部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）生駒市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／７，２０１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）生駒市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）生駒市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／７，２１５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）生駒市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 三次市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 三次市子育て支援局育児支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三次全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，２５７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）三次

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三次市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，３１６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）三次

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 四万十市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 四万十市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学２年生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）小学校在籍児童名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９１０／１，５０３ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）四万十市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）保育所等在籍児童名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１４０／１，３５０ （配布）保育所

を通じて配布 （取集）保育所を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）四万十市→保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学２年生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生の生徒 （抽出

枠）学校等在籍児童名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１０ （配布）中学校を通じて配布 （取集）

中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）四万十

市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～２７日 

 【調査事項】 １．生徒の生活状況，２．地域との関わり，３．家庭状況，４．将来の仕事

や結婚に対する考え等 
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【調査名】 佐世保市次世代育成支援に係る少子化に関するアンケート調査 

【実施機関】 佐世保市子ども未来部子ども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－佐世保市の少子化に関するアンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７７７千円 

※ 

【調査票名】 １－佐世保市の少子化に関するアンケート調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１４９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）佐世保市全域 （単位）個人 （属性）０～１２歳の男女の保護者

（１５００人）及び１９～４９歳の男女（１５００人） （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３０７２８ １５００／９１

３８９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）佐世保市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月９日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望，４．少子化に関する意識・ニーズ調査等 
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【調査名】 雲仙市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 雲仙市市民福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中高生用調査票 ４

－一般用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）雲

仙市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２００ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）雲仙市→報告者，雲仙市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）個人 （属性）中高生の２年生 （抽出枠）

住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８００ （配布）中学校及び高校を通じて配布 （取

集）中学校及び高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）雲仙市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．悩みの相談相手，３．通学日の起床・就寝時間，４．

放課後・休日の過ごし方，５．帰宅時間，６．結婚へのイメージ等 

※ 

【調査票名】 ４－一般用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）個人 （属性）一般市民（１９歳～２９歳） 

（抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／５，１００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）雲仙市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．配偶者の有無，３．未婚理由，４．結婚へのイメージ，

５．将来の子育て，近所とのつきあい，６．少子化問題等 
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【調査名】 宇都宮市（仮称）うつのみや子どもプラン策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 宇都宮市子ども部子ども未来課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等及び事業所の実態等を把握し，

次世代育成支援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－青少年用調査票 ４

－ひとり親家庭等調査票 ５－事業所用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００／２１，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００／２１，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－青少年用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）個人 （属性）青少年（１５～３４歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１２５，８１８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日～２５日 

 【調査事項】 １．学校での生活，２．放課後や休日の過ごし方，３．地域での過ごし方，

４．現在や将来の自分，５．職業について等 

※ 

【調査票名】 ４－ひとり親家庭等調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）世帯 （属性）ひとり親家庭世帯 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日～２５日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．仕事と収入の状況，３．養育費の状況，４．希望する

支援策，５．相談相手等 

※ 

【調査票名】 ５－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）事業所 （属性）宇都宮市内の従業員２０

人以上の事業所 （抽出枠）商工会議所から提供を受ける事業所リスト 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日～２５日 

 【調査事項】 １．事業所の概要，２．女性正社員の活用状況，３．両立支援制度の取り組

み状況等 
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【調査名】 朝霞市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 朝霞市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学・高校生徒用調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，９６９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／６，５９３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／７，１０７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学・高校生徒用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （単位）世帯 （属性）中・高校生のいる世帯 （抽
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出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，３４１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．生徒の放課

後の過ごし方，４．生徒の情報ツール等 
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【調査名】 川崎市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 川崎市市民・こども局こども本部こども企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ８，３６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，５００／７６，９９０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）川崎市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，５００／７２，４８３ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）川崎市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．わくわくプ

ラザの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 山梨市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 山梨市少子対策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山梨市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，１００ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）山梨市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の妊娠

時の状況について、４．保育サービスの利用について，５．児童の土・祝日の

保育について，６．病児・病後児保育について，７．児童の一時預かりについ

て，８．放課後児童クラブを利用したいか否か，９．児童のベビーシッターの

利用について，１０．児童のファミリーサポートセンターの利用について，１

１．地域子育て支援拠点事業について，１２．子育て支援サービスの認知度・

利用意向について，１３．育児休業制度や保育サービスの利用等，１４．日頃

の子育てについて，１５．子育てのサークルへの参加について，１６．母子保

健について，１７．子育て施策全般について 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山梨市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山

梨市→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～０２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の放課

後や休日等の過ごし方等について，４．児童の病児・病後児保育について，５．

児童の一時預かりについて，６．児童の宿泊を伴う一時預かりについて，７．

児童のベビーシッターの利用について，８．児童のファミリーサポートセンタ

ーの利用について，９．育児休業制度の利用等，１０．子育て支援サービスの

認知度・利用意向について，１１．子育ての不安と悩みについて，１２．児童

の就学前の保育状況について，１３．母子保健について，１４．子育てのサー

クルへの参加について，１５．児童の遊び場や活動について，１６．子育て施

策全般について 
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【調査名】 上野原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 上野原市福祉保健部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）上野原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７６０ （配布）小学校を通じて配布 （取集）

小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）上野原

市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）上野原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８８０ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を通じ

て配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）上野原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日～０２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 岸和田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 岸和田市児童福祉部児童育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岸和田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９８０／１３，３３２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岸和田市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２８日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岸和田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９８０／１１，９１０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岸和田市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２８日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 浜田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 浜田市市民福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学生徒用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浜田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２２２ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 

（系統）浜田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浜田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２９８ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）平成２１年２月１日現在 （系統）浜田市→報告者，浜田市→幼稚園・

保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生徒用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浜田市全域 （単位）世帯 （属性）中学生徒（中学１年～３年）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，４３２ （配布）中学校を通じて配布 （取

集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 

（系統）浜田市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．日常生活状況等 
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【調査名】 諌早市次世代育成支援行動計画“いさはや子育て応援プラン”“子育

て”に関するアンケート調査 

【実施機関】 諌早市企画振興部地域振興課 

【目 的】 仕事と生活の調和を推進し，市民の希望する結婚や出産・子育ての観点から，子

育て家庭のニーズ把握・分析をすることにより，平成２１年度までの現行プラン「い

さはや子育て応援プラン」の見直しにあたって，利用者の視点に立った指標等を後

期計画に盛り込む。 

【調査の構成】 １－小学校児童保護者用調査票 ２－小学校前児童保護者用調査票 ３－

中・高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２８０千円 

※ 

【調査票名】 １－小学校児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）諌早市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／８，７８９ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

諌早市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日～０２月１０日 

 【調査事項】 １．児童と家族の状況，２．保護者の仕事の状況，３．放課後児童クラブの

利用について，４．児童の病児・病後児の対応について，５．児童の一時預か

りについて，６．宿泊を伴う一時預かりについて，７．児童の日常生活につい

て，８．子育て支援サービスの認知度・利用意向について，９．子育ての様子，

１０．悩みや相談，情報入手などについて，１１．児童の遊びや外出について 

※ 

【調査票名】 ２－小学校前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）諌早市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，７２５ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）諌早市→報告者，諌早市→幼稚園・保育所→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日～０２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び家族の状況，２．保護者の仕事の状況，３．保育サービスの利

用について，４．児童の病児・病後児保育について，５．児童の一時預かりに

ついて，６．児童の宿泊を伴う一時預かりについて，７．地域子育て支援セン

ターについて，８．育児休業制度の利用について，９．子育て支援サービスの

認知度・利用意向，１０．子育ての様子について，１１．悩みや相談，情報入

手などについて，１２．子育てサークルについて，１３．子どもの健康や生活

習慣について，１４．少子化について 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）諌早市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生（各１～２年

生） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／６，５１０ （配布）中学校・高

校を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）諌早市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日～０２月１０日 

 【調査事項】 １．自分自身と家族の状況，２．日常生活のようす，３．学校や地域でのよ

うす，４．性に関することについて，５．将来について 
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【調査名】 枕崎市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 枕崎市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 ３１２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）枕崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７６８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）枕崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日～０３月２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）枕崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）枕崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日～０３月２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び保育サービス利用希望等 
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【調査名】 宜野湾市次世代育成支援行動計画（後期）に係るニーズ調査 

【実施機関】 宜野湾市福祉保健部保育課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 ４

－高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，３４１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７００／５，０４８ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宜野湾市→

調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日～０３月０２日 

 【調査事項】 １．保育サービス等各種支援サービスの利用状況・利用希望・満足度，２．

児童及び世帯の状況，３．父母の就労状況，就労希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４５０／５，７４７ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）宜野湾市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日～０３月０２日 

 【調査事項】 １．放課後児童クラブやファミリーサポートセンター等の利用状況及び利用

希望・満足度，２．児童及び世帯の状況，３．父母の就労状況等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，１９２ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）宜野湾市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日～０３月０２日 

 【調査事項】 １．朝食を取る頻度，２．放課後・休日の過ごし方，３．相談ごとを話せる

相手等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）個人 （属性）高校２年生 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，１２５ （配布）高校を通じ

て配布 （取集）高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）宜野湾市→高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日～０３月０２日 

 【調査事項】 １．朝食を取る頻度，２．夕方以降・休日の過ごし方，３．相談ごとを話せ

る相手 
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【調査名】 江南市次世代育成支援に関する調査 

【実施機関】 江南市経営企画部総務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び広報，

市ホームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３１２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江南市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，４３５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江南市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江南市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，８３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江南市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東近江市子育て支援（次世代育成支援）に関するニーズ調査 

【実施機関】 東近江市こども未来部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，４５８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東近江市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，０４９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東近江市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東近江市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，７０７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東近江市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 呉市次世代育成支援行動計画（後期）策定ニーズ調査 

【実施機関】 呉市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月），「行動計画冊子」及び市ホームページにて公表（平成２１年３月） 

（表章）市区町村 

【経費】 １，６７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）呉市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１１，００５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）呉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２３日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）呉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（７～１２歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１２，４０４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）呉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２３日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 筑後市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 筑後市総務部市長公室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 ６７２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）筑後市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７５３／１，３７６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）筑後市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２０日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）筑後市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２４７／２，２７８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）筑後市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２０日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 神埼市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 神埼市市民福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神埼市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，３１８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神埼市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１６日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神埼市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，４１９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神埼市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１６日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 熊本市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 熊本市子ども未来局子ども育成部子ども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中高生保護者用調査

票 ４－中高生本人用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，８５１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３８，５９４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）

熊本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等，４．子育て支援サービスの利用状況及び希望，５．生活環境等

に関する意識等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４０，１１６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）

熊本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等，４．生活環境等に関する意識等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生保護者用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）個人 （属性）中高生（中学１年生～高校３

年生）のいる保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４１，５４６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）

熊本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活の状況，３．学校生活の状況，４．

携帯電話やパソコンの利用状況 

※ 

【調査票名】 ４－中高生本人用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）個人 （属性）中高生（中学１年生～高校３

年生） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４１，５４６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）

熊本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活の状況，３．学校生活の状況，４．

携帯電話やパソコンの利用状況等，５．将来に対する意識等 
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【調査名】 水俣市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 水俣市福祉環境部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水俣市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９９２ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を通じ

て配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）水俣市→報告者，水俣市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２７日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水俣市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１４６ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）水

俣市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２７日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 静岡県年齢別人口調査 

【実施機関】 静岡県企画部政策推進局生活統計室 

【目 的】 住民基本台帳法及び外国人登録法に基づき作成される公簿上の資料により，静岡

県内の市区町ごとの年齢別人口を推計し，各種行政の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－年齢別人口データシート（日本人用） ２－年齢別人口データシート（外

国人用） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「静岡県推計人口年報」（平成２２年

２月） （表章）都道府県 

【経費】 １，４００千円 

【備考】 経費には人口移動調査を含む。 

※ 

【調査票名】 １－年齢別人口データシート（日本人用） 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）県内全市区町 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月末までに提出 

 【調査事項】 年齢別の男人数，女人数，総数 

※ 

【調査票名】 ２－年齢別人口データシート（外国人用） 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）県内全市区町 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月末までに提出 

 【調査事項】 年齢別の男人数，女人数，総数 
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【調査名】 静岡県人口移動調査 

【実施機関】 静岡県企画部政策推進局生活統計室 

【目 的】 住民基本台帳法及び外国人登録法に基づき作成される公簿上の資料により，静岡

県内の市区町ごとの人口及び世帯の移動状況を常時的確に把握し，各種行政の基礎

資料を得る。 

【調査の構成】 １－人口移動調査票（日本人市町用） ２－人口移動調査票（日本人政令指

定都市用） ３－人口移動調査票（外国人市町用） ４－人口移動調査票（外

国人政令指定都市用） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「静岡県推計人口年報」（毎月２０日

ごろ） （表章）都道府県 

【経費】 １，４００千円 

【備考】 経費には静岡県年齢別人口調査を含む。 

※ 

【調査票名】 １－人口移動調査票（日本人市町用） 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）静岡県内全市区町 （抽出

枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎月１日～末日 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１０日までに提出 

 【調査事項】 １．男女別転入者数，２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別

死亡者数，５．世帯数，６．住民基本台帳男女別人口 

※ 

【調査票名】 ２－人口移動調査票（日本人政令指定都市用） 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）静岡県内全市区町 （抽出

枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎月１日～末日 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１０日までに提出 

 【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別

死亡者数，５．世帯数，６．住民基本台帳男女別人口 

※ 

【調査票名】 ３－人口移動調査票（外国人市町用） 
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【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）静岡県内全市区町 （抽出

枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎月１日～末日 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１５日までに提出 

 【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別

死亡者数，５．世帯数，６．外国人登録男女別人口 

※ 

【調査票名】 ４－人口移動調査票（外国人政令指定都市用） 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町 （属性）静岡県内全市区町 （抽出

枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎月１日～末日 （系統）静岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１５日までに提出 

 【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別

死亡者数，５．世帯数，６．外国人登録男女別人口 
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【調査名】 笠間市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 笠間市福祉部子ども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）笠間市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，３９９ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）笠間市→報告者，笠間市

→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～０３月１０日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）笠間市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，５１５ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）笠間市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日～０３月１０日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 沼田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 沼田市民生部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

１年３月末） （表章）市区町村 

【経費】 １，７６２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沼田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１４５／２，７０２ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）沼田市→報告者，沼田市

→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１７日～２８日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）沼田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３５５／３，１７４ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）沼田市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１７日～２８日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 三浦市次世代育成支援に係るニーズ調査  

【実施機関】 三浦市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２１年度中） （表章）市区町村 

【経費】 ８５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三浦市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５３４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三浦市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三浦市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７９１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三浦市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 富士市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 富士市福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ９７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／１５，７６７ （配布）小学

校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平

成２１年１月１日現在 （系統）富士市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富士市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／１８，５６６ （配布）郵送

及び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて

取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）富士市→

報告者，富士市→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 
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【調査名】 大田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大田市市民生活部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学校生徒用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，８５０ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）大田市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３２０／１，７０５ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大田市→報告者，大田市

→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１２日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学校生徒用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）大田市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２８０／１，０３５ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）大田市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１２日～２７日 

 【調査事項】 １．本人と家族の状況，２．今の生活について，３．今の気持ちについて，

４．健康面について，５．将来について，６．取り巻く環境について，７．学

校の教育について８．大田市について 
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【調査名】 中間市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 中間市保健福祉部こども育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ９３５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）中間市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，１３９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中間市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１６日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）中間市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，６５６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中間市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日～１６日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 武雄市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 武雄市こども部未来課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（Ｈ２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年８月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ６９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）武雄市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１６５／２，７６７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武雄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２７日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）武雄市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３３５／３，１６９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武雄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日～２７日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 合志市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 合志市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（Ｈ２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学生本人用調査票 

４－青年期本人用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）合志市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，６３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）合志

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～２８日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）合志市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，１３８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）合志

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～２８日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生本人用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）合志市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／５７５ （配布）中学校を通じて

配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年１

月１日現在 （系統）合志市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～０３月０３日 

 【調査事項】 １．本人の学年・性別・家族の状況，２．食事等の状況、３．ふだんの暮ら

しの状況，４．学校等での状況，５．人との関係等 

※ 

【調査票名】 ４－青年期本人用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）合志市全域 （単位）個人 （属性）青年期（義務教育修了～１８

歳未満）の本人 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／６９６ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）合志市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～０３月０３日 

 【調査事項】 １．本人の学年・性別・家族の状況，２．食事等の状況、３．ふだんの暮ら

しの状況，４．学校等での状況，５．人との関係等 
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【調査名】 宇佐市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宇佐市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇佐市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２，２２９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇佐市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況及

び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇佐市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／２，３９６ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）宇佐市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの

利用状況及び利用希望等 
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（２）変更 

【調査名】 急激な商業環境変化に伴う経営・購買動向調査 

【実施機関】 埼玉県産業労働部商業支援課 

【目 的】 相次ぐ大規模な大型店の出店により急激に商業環境が変化していると想定される

地域において、消費者の購買動向や中小商業者の経営動向を把握し、関係機関の施

策展開の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－急激な商業環境変化に伴う購買動向についてのアンケート（消費者） ２

－急激な商業環境変化に伴う経営動向についてのアンケート調査（商業者） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年３月公表予定 （表章）都道府県 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－急激な商業環境変化に伴う購買動向についてのアンケート（消費者） 

【受理年月日】 平成２１年０１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００１ 受理番号（旧）１０８０３２ 

 【調査対象】 （地域）埼玉県東部（２２市町） （単位）個人 （属性）消費者 （抽出

枠）選挙人名簿 

 【調査方法】 （選定）４２４０ （客体数）４，２４０／１，４７９，８３６ （配布）

調査員・その他（メール便） （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握

時）平成２０年６月～平成２１年３月 （系統）埼玉県・埼玉県商工会連合会

→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）２回限り （実施期日）１回目・平成２０年８月２０日 

 【調査事項】 １．住所、２．性別、３．年代、４．買物回数、５．買物の交通手段、６．

品目別買物（目的別外出）（１）場所（市町村）、（２）店の種類または店以外の

手段、（３）大型店名、７．最近の大型店出店に伴う買物動向の変化（１）大型

店で買物をした理由及び印象、（２）大型店を訪れない理由、（３）大型店出店

によって買物機会が増加・減少した店名、８．地元商店街での買物の頻度、９．

景気の急激な落ち込みによって買物機会が減少した店舗の種類 

※ 

【調査票名】 ２－急激な商業環境変化に伴う経営動向についてのアンケート調査（商業者） 

【受理年月日】 平成２１年０１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００１ 受理番号（旧）１０８０３２ 

 【調査対象】 （地域）埼玉県東部（２２市町） （単位）小売業、飲食業、サービス業 （属

性）小売業、飲食業、サービス業 （抽出枠）商工会会員名簿等 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１１０／３４，８５１ （配布）調査員、そ

の他（メール便） （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成２
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０年６月～平成２１年３月 （系統）埼玉県・埼玉県商工会連合会→民間調査

機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）２回限り （実施期日）１回目・平成２０年８月２０日 

 【調査事項】 １．事業所の所在地、２．経営者の性別、年齢、３．経営形態、４、従業員

数、５．営業年数、６．開・閉店時間、７．業種、８．主な取扱品、９．定休

日、１０．土地建物の所有関係、１１．後継者、１２．主な顧客層、１３．大

型店の影響度（１）売上、（２）客数、（３）大型店対策の有無及びその内容、

（４）効果があった対策、（５）今後取り組みたい対策、（６）今後の大型店と

の関係、（７）大型店対策で行政、商工会・商工会議所に期待すること、１４．

経済情勢の影響度（１）世界的な金融危機等の経済情勢による影響の有無、（２）

売上や景況感にマイナスに影響しているもの 
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【調査名】 岩手県生産動態統計調査 

【実施機関】 岩手県総合政策部調査統計課 

【目 的】 岩手県における鉱工業生産動向を早期かつ総合的に把握し，産業経済振興のため

の諸施策立案の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－岩手県生産動態統計調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「月報，年報」（月報（翌々月末）年

報（翌年６月末）） （表章） 

【経費】 ８６２千円 

※ 

【調査票名】 １－岩手県生産動態統計調査調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００２ 受理番号（旧）２０８００４ 

 【調査対象】 （地域）岩手県の３５市町村のうち盛岡市他１７市町村 （単位）事業所 （属

性）日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）の大分類中，Ｃ－鉱業・採石

業・砂利採取業，Ｅ－製造業に属する事業所の中から対象業種ごとに抽出する。 

（抽出枠）工業統計調査公表資料及び経済産業省生産動態統計調査を元に，各

業種の採用品目を決定し，当該品目を製造している事業所を書籍，新聞等の一

般情報により把握・選定している。 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５２／６７０ （配布）郵送・調査員 （取

集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）岩手県

→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎年４月１日から３月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．原材料の月間受入高、投入高、消費高及

び他工場への引渡高並びに月末在庫高、３生産品の月間生産高及び出荷高並び

に月末在庫高，４．月末現在従業者数 
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調査名】 大阪市観光動向調査 

【実施機関】 大阪市ゆとりとみどり振興局総務部集客プロモーション担当観光施策担当課 

【目 的】 大阪市の観光集客力の向上に向けて，今後の施策展開を図るうえでの基礎的なデ

ータ収集を行う。 

【調査の構成】 １－大阪市観光動向調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年夏（予定） （表章）市区町村 

【経費】 １０，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－大阪市観光動向調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００３ 受理番号（旧）２０７０６９ 

 【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市内の主要宿泊施設を訪

れるビジター （抽出枠）大阪市内ホテルガイド他 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０，０００ （配布）ホテルフロントにて

配布 （取集）ホテルフロントにて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１

年１月中旬 （系統）大阪市→民間調査機関→ホテル担当者→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０１月１５日 

 【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．同伴人員，４．パック旅行の利用，５．チェック

インした曜日，６．訪問回数・訪問頻度，７．出発地，８．経由地，９．宿泊

日数，１０．利用交通機関，１１．宿泊理由，１２．訪問先，１３．旅行費用

（総額，交通費，食費，宿泊費，土産物代，入場料・観劇料，雑費），１４．購

入した土産物，１５．大阪市のサービス水準・魅力評価，１６．大阪市に期待

する点，１７．期待した点の結果，１８．大阪に対するイメージ，１９．事前

情報の入手手段，２０．大阪市への再訪希望，２１．エリア別訪問先など 
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【調査名】 福祉行政報告例 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県，指定都市及び中核市における行政

の実態を数量的に把握して，国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎

資料を得る。 

【沿 革】 昭和１３年から実施されていた「厚生省報告例」（昭和１３年１月訓令第１３号）

が平成１２年に廃止されたことに伴い，新たな「社会福祉行政報告例」として発足

した。 

【調査の構成】 １－老人福祉法関係（４表） ２－生活保護法関係（１３表） ３－障害者

自立支援法関係（７表） ４－特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１

表） ５－売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律関係（３表） ６－民生委員法関係（１表） ７－社会福祉法等関係（２表） 

８－児童福祉法関係（１５表） ９－戦傷病者特別援護法関係（４表） １０

－民生委員法・児童福祉法関係（１表） １１－中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律関係（９表） １２－知的障

害者福祉法関係（３表） １３－身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１

表） １４－児童福祉法・母子保健法関係（１表） １５－特別児童扶養手当

等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律関係（１表） １

６－身体障害者福祉法関係（１表） １７－児童扶養手当法関係（１表） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「社会福祉行政業務報告」（平成２２

年９月） （表章）全国・都道府県・指定都市・中核市 

【経費】 ９，４３３千円 

※ 

【調査票名】 １－老人福祉法関係（４表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）当該年度の４月末，翌年度４月末， 

 【調査事項】 １．老人ホーム・在所者，２．養護老人ホームの措置人員（４月１日現在），

３．訪問介護，通所介護及び短期入所生活介護（被措置者分），４．老人クラブ・

会員数 

※ 
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【調査票名】 ２－生活保護法関係（１３表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働

省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１０月

末 

 【調査事項】 １．保護の種類別被保護世帯数及び被保護人員，２．医療扶助人員，３．介

護扶助人員，４．世帯の労働力類型別被保護世帯数，５．保護施設・在所者，

６．保護の開始・廃止及び変更，７．保護開始の理由・世帯類型・世帯主の年

齢階級別世帯数，８．保護歴を有する世帯の保護開始理由別世帯数，９．保護

開始前の医療保険の加入状況別保護開始人員，１０．保護廃止の理由・世帯類

型・世帯主の年齢階級別世帯数，１１．医療費の審査及び決定，１２．医療扶

助実施状況，１３．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 ３－障害者自立支援法関係（７表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理），２．身体障害者・児の

特例補装具費の支給（購入・修理），３．自立支援医療（身体障害者の更生医療），

４．自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療），５．自立支援医療におけ

る所得区分の状況，６．市町村における相談支援，７．自立支援医療（身体障

害児童の育成医療） 

※ 

【調査票名】 ４－特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 
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 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

※ 

【調査票名】 ５－売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律関係

（３表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付，２．婦人相談所及び婦人相談

員の処理状況，３．婦人保護施設入退所者の状況 

※ 

【調査票名】 ６－民生委員法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の推薦状況 

※ 

【調査票名】 ７－社会福祉法等関係（２表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核
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市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．社会福祉法人数・認可件数，２．社会福祉法人等に対する指導・監督 

※ 

【調査票名】 ８－児童福祉法関係（１５表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働

省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１１月

末 

 【調査事項】 １．児童相談所経路別児童受付，２．児童相談種類別児童受付，３．児童相

談種類別対応件数，４．児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・

指導・措置解除，５．一時保護児童，６．児童相談所における調査・診断及び

心理療法・カウンセリング等，７．児童相談所における養護相談の理由別対応

件数，８．市町村における養護相談の理由別対応件数，９．児童福祉施設・在

所者，１０．助産施設・母子生活支援施設在所者，１１．保育所・在所者，１

２．私立保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費，１３．里親，１４．里

親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託されている児童，

１５．福祉事務所における処理 

※ 

【調査票名】 ９－戦傷病者特別援護法関係（４表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．戦傷病者手帳交付台帳登載数，２．戦傷病者等の療養の給付・療養費の
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支給及び療養手当受給者数並びに更生医療給付決定件数，３．戦傷病者の補装

具支給及び修理，４．戦傷病者乗車券引換証受給者数 

※ 

【調査票名】 １０－民生委員法・児童福祉法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の活動状況 

※ 

【調査票名】 １１－中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律関係（９表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働省→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末 

 【調査事項】 １．給付金の種類別被給付世帯数及び被給付実人員，２．給付の開始・廃止

及び変更，３．性・年齢階級別給付人員，４．医療支援給付人員，５．介護支援給付人

員，６．世帯の労働力類型別被給付世帯数，７．医療費の審査及び決定，８．医療支援

給付実施状況，９．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 １２－知的障害者福祉法関係（３表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 
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 【調査事項】 １．知的障害者更生相談所における処理，２．職親・職親に委託されている

知的障害者，３．療育手帳交付台帳登載数 

※ 

【調査票名】 １３－身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者更生相談所における処理 

※ 

【調査票名】 １４－児童福祉法・母子保健法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付 

※ 

【調査票名】 １５－特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正

する法律関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況 

※ 

【調査票名】 １６－身体障害者福祉法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 
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【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者手帳交付台帳登載数 

※ 

【調査票名】 １７－児童扶養手当法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００４ 受理番号（旧）２０８０９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 
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【調査名】 地域保健・健康増進事業報告 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開

等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し，国及び地方公共団体の地域

保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は、保健所における公衆衛生の向上に関する事業活動を把握するため、「保

健所運営報告」（届出統計調査）として昭和２９年に発足し、平成９年に保健所と市

町村の両面から施策の実施状況を把握できるように調査項目を変更の上、名称を「地

域保健事業報告」に変更し、その後、１１年に、調査の効率化・合理化等の観点か

ら「老人保健事業報告」（届出統計調査）との統合により「地域保健・老人保健事業

報告」となった。さらに平成２０年に、老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の

一部改正に伴い、老人保健事業のうち医療保険者が行わない事業は、市町村が健康

増進法（平成１４年法律第１０３号）等に基づき実施することとなったため、名称

を「地域保健・健康増進事業報告」に変更した。 

【調査の構成】 １－地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所） ２－地域

保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村） ３－地域保健・

健康増進事業報告（政令市（特別区）） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「地域保健・健康増進事業報告」とし

て速やかに公表。 （表章）全国 

【経費】 ４８，６７５千円 

※ 

【調査票名】 １－地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００５ 受理番号（旧）２０８０１８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保健所 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５１７ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）年度末現在 （系統）厚生労働省→都道府県→保健所 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末 

 【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項，歯科保

健，精神保健福祉２事項，難病，エイズ，衛生教育，結核予防２事項，生活衛生，試験

検査），２．保健所の連絡調整等の実施状況（連絡調整に関する会議，研修等，調査・

研究），３．職員設置状況及び市町村への援助状況 

※ 

【調査票名】 ２－地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００５ 受理番号（旧）２０８０１８ 
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 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市町村 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８０５ （配布）オンライン （取集）オン

ライン （記入）自計 （把握時）年度末現在 （系統）厚生労働省→都道府県→保健

所→市町村 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末 

 【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項，歯科保

健，精神保健福祉，難病，衛生教育，予防接種，試験検査），２．保健所の連絡調整等

の実施状況（連絡調整に関する会議，調査・研究），３．職員設置状況，４．健康増進

事業の実施状況（９事項） 

※ 

【調査票名】 ３－地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）） 

【受理年月日】 平成２１年０１月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００５ 受理番号（旧）２０８０１８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市区 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）オンライン （取集）オンライン （記

入）自計 （把握時）年度末現在 （系統）厚生労働省→都道府県→保健所を設置する

市・特別区，厚生労働省→指定都市・中核市 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末 

 【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健６事項，歯科保

健，精神保健福祉２事項，難病，エイズ，衛生教育，予防接種，結核予防２事項，生活

衛生，試験検査），２．保健所の連絡調整等の実施状況（連絡調整に関する会議，調査・

研究），３．職員設置状況，４．健康増進事業の実施状況（９事項） 
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【調査名】 川越市労働基本調査 

【実施機関】 川越市産業観光部商工振興課 

【目 的】 埼玉県川越市内事業所の労働条件を把握し，今後の労働行政施策の基礎資料とす

るとともに，市内各事業所の労務改善・雇用対策の参考に資する。 

【調査の構成】 １－川越市労働基本調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月３１日） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５２０千円 

※ 

【調査票名】 １－川越市労働基本調査調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００６ 受理番号（旧）１０５００２ 

 【調査対象】 （地域）川越市全域 （単位）事業所 （属性）第１次産業，鉱業，公務を

除く従業員数５人以上の事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名

簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４，６９２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）埼玉県川越市

→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）４年～５年 （実施期日）平成２１年０２月２８日 

 【調査事項】 １．事業所の概要，（１）規模（従業員数），（２）業種，（３）形態，（４）就

業規則の有無，（５）労働組合の有無，２．事業所の現状・課題，（１）雇用状況，（２）

賃金，（３）労働時間，（４）休日・休暇制度，（５）定年制，退職金制度，（６）女性の

就業環境，（７）仕事と家庭の両立支援，（８）福利厚生，（９）パートタイマーの雇用，

３．その他，（１）行政への意見・要望等 
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【調査名】 地方教育費調査 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校教育，社会教育，生涯学習関連及び教育行政における地方公共団体から支出

された経費並びに授業料等の収入の実態及び地方教育行政機関の組織等の状況を明

らかにして，国・地方を通じた教育諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本統計調査は，昭和２４年に開始され，以後毎年実施されている。平成１１年以

降，統計調査の体系整備の観点から，「地方教育行政調査」を統合して実施している。 

【調査の構成】 １－学校教育費調査票 ２－社会教育費・教育行政費調査票 ３－教育に係

る収入調査票 ４－知事部局における生涯学習関連費調査票 ５－教育行政調

査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「中間報告」（毎年６月頃），「地方教

育費調査報告書」（毎年１２月頃） （表章）全国 

【備考】 経費：なし 

※ 

【調査票名】 １－学校教育費調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００７ 受理番号（旧）２０８０３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委

員会（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。），都道府県立の幼稚園，小

学校，中学校，特別支援学校，高等学校，中等教育学校，専修学校，各種学校及び高等

専門学校 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前会計年度間 （系統）文部科学省←→

都道府県教育委員会←→（都道府県立）学校，文部科学省←→都道府県教育委員会←→

市町村教育委員会 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日 

 【調査事項】 財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入れ寄

附金）別・学校教育費（消費的支出（人件費，教育活動費，管理費，補助活動費，所定

支払金），資本的支出，債務償還費） 

※ 

【調査票名】 ２－社会教育費・教育行政費調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００７ 受理番号（旧）２０８０３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会

（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）
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郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前会計年度間 （系統）文部科

学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日 

 【調査事項】 １．財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入

れ寄附金，公費に組入れられない寄附金）別・社会教育費，及び教育行政費，２．支出

項目，（消費的支出，資本的支出，債務償還費）別・社会教育費，及び教育行政費 

※ 

【調査票名】 ３－教育に係る収入調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００７ 受理番号（旧）２０８０３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会

（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前会計年度間 （系統）文部科

学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日 

 【調査事項】 １．教育施設別・授業料，入学金，検定料，日本スポーツ振興センター共済

掛金，その他の収入，特別会計収入，２．教育費の学校種（小，中，高，及び特別支援

学校）別・基準財政需要額 

※ 

【調査票名】 ４－知事部局における生涯学習関連費調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００７ 受理番号（旧）２０８０３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県教育委員会（特別区，

教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前会計年度間 （系統）文部科学省←

→都道府県教育委員会 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日 

 【調査事項】 １．財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入

れ寄附金，公費に組入れられない寄附金）別・生涯学習関連費（知事部局所管分），２．

支出項目（消費的支出，資本的支出，債務償還費）別・生涯学習関連費（知事部局所管

分） 

※ 

【調査票名】 ５－教育行政調査票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 
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【受理番号】 受理番号（新）２０９００７ 受理番号（旧）２０８０３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会

（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査年の５月１日現在 （系統）文部科

学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会 

 【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）０６月３０日 

 【調査事項】 １．教育委員会の類型，２．教育委員（新任等の別・性別・年齢・保護者の

別，履歴及び報酬），３．教育長（年齢・保護者の別，履歴及び報酬），４．事務局（本

庁，教育事務所）の本務職員数 
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（３）中止 

【調査名】 患者調査 

【実施機関】 鳥取県福祉保健部健康政策課 

【目 的】 鳥取県内の病院及び一般診療所を利用する患者の傷病の実態を明らかにし，今後

の保健医療施策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－病院（入院）票，病院（外来）・一般診療所票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－病院（入院）票，病院（外来）・一般診療所票 

【受理年月日】 平成２１年０１月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００１ 受理番号（旧）９０－４４ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）病院及び一般診療

所 （抽出枠）医療施設名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５００ （配布）その他 （取集）その他 （記

入）自計 （把握時） （系統） 

 【周期・期日】 （周期）随時 （実施期日） 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

(4) (4) (4) (4) (4) (16)

83 59 81 67 58 71 115 25 35 11 4 6 8 7 508

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 11 3 6 3 6 2 1 4 86

(3) (4) (4) (5) (4) (4) (20)

105 77 91 72 63 76 126 28 41 14 10 8 9 11 720

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 120 12 8 3 10 6 22 12 381

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 197 33 30 14 23 15 26 15 404

(1) (1) (1) (2)

34 40 74 129 123 183 317 45 38 17 33 21 48 27 1102

2 2 0 0 0 1 1 6

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (4) (4) (32)

22 10 16 13 14 35 51 8 6 2 3 9 4 3 142

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (4) (4) (33)

23 11 18 13 15 35 51 8 6 2 3 9 4 3 198

(1) (1) (1) (1) (1) (5)

102 106 101 108 142 139 190 23 7 6 14 14 9 19 961

308 298 312 278 193 216 292 41 44 44 50 39 39 55 1862

5 2 7 10 3 4 1 1 1 1 30

3 2 12 2 2 2 4 1 15

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (8)

380 355 321 358 299 355 403 70 41 66 90 46 58 64 2439

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (8)

688 661 635 643 502 576 711 114 87 113 141 89 97 121 5057

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

(3) 　 (3)

384 425 435 374 379 330 346 90 53 37 56 70 25 11 2658

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 110 17 17 29 6 17 15 1 556

82 49 25 18 14 7 4 2 3 3 4 207

3 4 3 5 5 8 1 1 1 1 2 26

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2) (1) (2) (2) (97)

143 182 226 154 80 91 117 25 24 13 17 14 43 23 1012

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (105)

711 730 767 621 532 512 585 135 95 82 80 105 89 35 5044

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (13)

209 157 128 119 106 67 125 5 26 2 27 24 25 37 895

11 1 7 11 27 4 10 10 60

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 84 9 15 11 3 3 3 4 490

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (31) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (5) (179)

309 249 272 212 186 166 191 9 13 14 9 15 16 15 1470

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (32) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (5) (203)

579 462 490 394 395 306 411 24 61 38 66 46 54 66 2915

(30) (49) (22) (27) (9) (18) (1) (1) (139)

126 202 176 175 218 215 289 55 30 11 38 43 12 21 1301

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1) (2) (193)

223 243 179 172 124 131 121 15 34 28 54 15 36 17 1254

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1) (1) (1) (2) (332)

349 445 355 347 342 346 410 70 64 39 92 58 48 38 2555

(4) (12) (14) (11) (11) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (59)

2 1 4 11 1 1 1 2 2 4 25

65 116 168 122 122 65 99 16 10 26 16 24 16 29 766

30 52 84 61 61 29 52 8 5 13 8 9 8 12 368

2591 2532 2533 2328 2118 2173 2814 449 400 312 440 353 361 320 16590

2621 2584 2617 2389 2179 2202 2866 457 405 325 448 362 369 332 16958

年（月）

実施機関名

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)
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2

2

１１月１０月

2

3

1

1

2

1

3

4

1

1

小 計

平成２１年

備考

1

1

17 10 30 14 4 ３310 7

厚

生

労

働

省

2

大 臣 官 房
統計情報部

そ の 他

中 央 労 働
委 員 会

20

2 1 23

4

318 1

社会保険庁

41文 部 科 学 省

法 務 省

２9

１2 9 7 13

２

財

務

省

本 省

国 税 庁

小 計

１ 月１ 月 ８ 月５ 月 ６ 月 ７ 月２ 月 ３ 月 ４ 月 ９ 月

１
内

閣

府

経 済 社 会
総合研究所

そ の 他

小 計

1

(4)
3

1

1

2

11 0 1
(4)
3

1 0 0

総

務

省

統 計 局

小 計

1

そ の 他 １8 4

8

110 0 0 0 012 00 1

(4)

0 0 0 0

1

0

5

00

15

(4)

8

1

3

1

1

年（月）

実施機関名

平成20年
１２月

21

2

1

1

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（１）

3
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2

6

6

1

1

１１月

1

１０月

2

９ 月８ 月
備考

1 3

8 1 0 8 1

1

2

1

3

1 2

小 計

18 1 1

2

45 4 0

(5)
3

8 8 1

28

6 3 20 7 7
(2)
6

0 1

1 67 3
(2)
6

4
大 臣 官 房
統 計 部

４ 月 ５ 月 ６ 月１ 月 ２ 月 ３ 月

2

平成21年

１ 月

11 ４

4 2

321

0

8
国

土

交

通

省

総合政策局
情報管理部

1

そ の 他 1

1

1

水 産 庁

小 計 2

1

農

林

水

産

省
経

済

産

業

省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中小企業庁

そ の 他

小 計

林 野 庁

そ の 他

総合食料局

1

(5)
3

36

環 境 省 2 1

2

1

8 3

2 1

8

4

2

1134 8

2

1227 49

35 15

48 3339 35 13

8 1134 27 49 12
(1)＋(2)

総承認件数
48 3347

年（月）

実施機関名

合

計

共
管
調
査

延件数

実 数
（ ）(1)

単 独 調 査
(2)

2

７ 月

13

1

16

18

平成20年
１２月

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（2）

3

1

2

1

2

1

1
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昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

新 規 58 54 43 39 32 27 16 8 8 4 4 8 6 5 312

変 更 69 72 99 108 88 79 118 23 29 15 30 30 19 25 804

中 止 6 3 7 11 10 2 1 1 5 5 3 4 58

新 規 358 282 367 354 355 389 461 63 67 72 80 63 64 42 3017

変 更 329 299 199 140 177 210 306 29 74 62 54 87 35 59 2060

中 止 4 4 8 2 15 16 49 4 4 7 4 24 6 11 158

新 規 105 82 85 124 139 127 156 28 240 371 30 38 39 272 1836

変 更 131 65 55 49 61 114 117 24 16 12 14 15 10 20 703

中 止 1 1 5 2 13 3 2 1 0 28

新 規 2 6 2 1 0 11

変 更 10 9 10 16 16 9 5 2 2 1 1 3 84

中 止 2 3 1 1 2 1 1 0 11

新 規 523 424 495 517 528 543 634 99 315 447 114 109 109 319 5176

変 更 539 445 363 313 342 412 546 78 121 90 98 133 67 104 3651

中 止 13 4 14 11 31 19 74 10 6 10 10 29 9 15 255

届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

年（月）

実施機関名

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県
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178

7

1

2

99

34

１１月

1

7

1

127

93 122

18

3

3

19

2

1

1

55

0

38

7

４月

12 5

１０月

年（月）

実施機関名

1

２月
平成2０年

１２月

12

備考

6

6

32

1

10

1 2

届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

4

中止 31 0

13 10 5

43

合
計

新規

変更

中止

0 9 9 8

平成21年

１月

3

3

2

2

22 5

4 7 2

日
銀
等

新規

変更

52

61 2

市

新規 7 2

変更 1 2

中止

21 1 2

76 1 2 2

33 2 2 6

1

変更 7 4

7

41

都
道
府
県

新規

中止

国

新規

変更

中止

2

1

５月３月

2 1

175

1

６月 ７月 ８月

1

９月
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